
General Course　（１日マンツーマン４クラス：グループ４クラス）
2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月

1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間
５人部屋（メイン棟） - - $1,250 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
４人部屋（メイン棟） - - $1,290 $1,490 $2,980 $4,470 $5,960 $7,450 $8,940
３人部屋（メイン棟） $590 $990 $1,390 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
２人部屋（ガーデン棟） $590 $990 $1,390 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
１人部屋（ガーデン棟） $790 $1,190 $1,690 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450 $11,340
Suite Room（メイン棟） $990 $1,590 $2,290 $2,690 $4,980 $7,270 $9,560 $11,850 $14,140

Perfect ９ Man to Man Course　（１日マンツーマン９クラス）　★お勧めコース★
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

５人部屋（メイン棟） - - $1,760 $2,130 $4,260 $6,390 $8,520 $10,650 $12,780
４人部屋（メイン棟） - - $1,800 $2,170 $4,340 $6,510 $8,680 $10,850 $13,020
３人部屋（メイン棟） $760 $1,330 $1,900 $2,270 $4,540 $6,810 $9,080 $11,350 $13,620
２人部屋（ガーデン棟） $760 $1,330 $1,900 $2,270 $4,540 $6,810 $9,080 $11,350 $13,620
１人部屋（ガーデン棟） $960 $1,530 $2,200 $2,570 $5,140 $7,710 $10,280 $12,850 $15,420
Suite Room（メイン棟） $1,160 $1,930 $2,800 $3,370 $6,340 $9,310 $12,280 $15,250 $18,220

General ８ Man to Man Course （１日マンツーマン８クラス）
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

５人部屋（メイン棟） - - $1,600 $1,930 $3,860 $5,790 $7,720 $9,650 $11,580
４人部屋（メイン棟） - - $1,650 $1,970 $3,940 $5,910 $7,880 $9,850 $11,820
３人部屋（メイン棟） $710 $1,230 $1,750 $2,070 $4,140 $6,210 $8,280 $10,350 $12,420
２人部屋（ガーデン棟） $710 $1,230 $1,750 $2,070 $4,140 $6,210 $8,280 $10,350 $12,420
１人部屋（ガーデン棟） $910 $1,430 $2,050 $2,370 $4,740 $7,110 $9,480 $11,850 $14,220
Suite Room（メイン棟） $1,110 $1,830 $2,650 $3,170 $5,940 $8,710 $11,480 $14,250 $17,020

TOEIC／Business Course　（１日マンツーマン５クラス：グループ４クラス）
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

５人部屋（メイン棟） - - $1,430 $1,690 $3,380 $5,070 $6,760 $8,450 $10,140
４人部屋（メイン棟） - - $1,470 $1,730 $3,460 $5,190 $6,920 $8,650 $10,380
３人部屋（メイン棟） $650 $1,110 $1,570 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150 $10,980
２人部屋（ガーデン棟） $650 $1,110 $1,570 $1,830 $3,660 $5,490 $7,320 $9,150 $10,980
１人部屋（ガーデン棟） $850 $1,310 $1,870 $2,130 $4,260 $6,390 $8,520 $10,650 $12,780
Suite Room（メイン棟） $1,050 $1,710 $2,470 $2,930 $5,460 $7,990 $10,520 $13,050 $15,580

TOEFL／IELTS Course　（１日マンツーマン５クラス：グループ４クラス）
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

５人部屋（メイン棟） - - $1,475 $1,750 $3,500 $5,250 $7,000 $8,750 $10,500
４人部屋（メイン棟） - - $1,515 $1,790 $3,580 $5,370 $7,160 $8,950 $10,740
３人部屋（メイン棟） $665 $1,140 $1,615 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450 $11,340
２人部屋（ガーデン棟） $665 $1,140 $1,615 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450 $11,340
１人部屋（ガーデン棟） $865 $1,340 $1,915 $2,190 $4,380 $6,570 $8,760 $10,950 $13,140
Suite Room（メイン棟） $1,065 $1,740 $2,515 $2,990 $5,580 $8,170 $10,760 $13,350 $15,940

Kids Course　（１日マンツーマン６クラス）
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

５人部屋（メイン棟） - - $1,250 $1,450 $2,900 $4,350 $5,800 $7,250 $8,700
４人部屋（メイン棟） - - $1,290 $1,490 $2,980 $4,470 $5,960 $7,450 $8,940
３人部屋（メイン棟） $590 $990 $1,390 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
２人部屋（ガーデン棟） $590 $990 $1,390 $1,590 $3,180 $4,770 $6,360 $7,950 $9,540
１人部屋（ガーデン棟） $790 $1,190 $1,690 $1,890 $3,780 $5,670 $7,560 $9,450 $11,340
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■授業料と寮費の内訳
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

General $320 $480 $600 $720 $1,440 $2,160 $2,880 $3,600 $4,320
Perfect 9 MM $490 $820 $1,110 $1,400 $2,800 $4,200 $5,600 $7,000 $8,400
General 8 MM $440 $720 $960 $1,200 $2,400 $3,600 $4,800 $6,000 $7,200
General 7M＋1G $410 $660 $870 $1,080 $2,160 $3,240 $4,320 $5,400 $6,480
General 6M＋2G $380 $600 $780 $960 $1,920 $2,880 $3,840 $4,800 $5,760
General 5M＋3G $350 $540 $690 $840 $1,680 $2,520 $3,360 $4,200 $5,040
TOEIC/Business $380 $600 $780 $960 $1,920 $2,880 $3,840 $4,800 $5,760
TOEFL/IELTS $395 $630 $825 $1,020 $2,040 $3,060 $4,080 $5,100 $6,120
Kids $320 $480 $600 $720 $1,440 $2,160 $2,880 $3,600 $4,320
５人部屋（メイン棟） - - $650 $730 $1,460 $2,190 $2,920 $3,650 $4,380
４人部屋（メイン棟） - - $690 $770 $1,540 $2,310 $3,080 $3,850 $4,620
３人部屋（メイン棟） $270 $510 $790 $870 $1,740 $2,610 $3,480 $4,350 $5,220
２人部屋（ガーデン棟） $270 $510 $790 $870 $1,740 $2,610 $3,480 $4,350 $5,220
１人部屋（ガーデン棟） $470 $710 $1,090 $1,170 $2,340 $3,510 $4,680 $5,850 $7,020
Suite Room（メイン棟） $670 $1,110 $1,690 $1,970 $3,540 $5,110 $6,680 $8,250 $9,820

■各コースのグループクラスをマンツーマンへ変更される場合の追加料金（１週間単位）
General 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

１クラス変更 $30 $60 $90 $120 $240 $360 $480 $600 $720
２クラス変更 $60 $120 $180 $240 $480 $720 $960 $1,200 $1,440
３クラス変更 $90 $180 $270 $360 $720 $1,080 $1,440 $1,800 $2,160
４クラス変更 $120 $240 $360 $480 $960 $1,440 $1,920 $2,400 $2,880

■平日にマンツーマンを1クラス追加される場合の追加料金（１週間単位）
1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

Generalクラス $50 $100 $150 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200
TOEIC／Business $60 $120 $180 $240 $480 $720 $960 $1,200 $1,440
TOEFL／IELTS $75 $150 $225 $300 $600 $900 $1,200 $1,500 $1,800

■休日にマンツーマンクラスを追加される場合の1クラスあたりの追加料金（1日4クラス～受講可能）
Generalクラス

Business

TOEIC

TOEFL

IELTS
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$15

TOEIC 300点以上所持者、または　Beginner2レベル以上の方

IELTS 3.5ポイント以上所持者、または　Intermediate1レベル以上の方

レベル指定なし

レベル指定なし

TOEFL 40点以上所持者、または　Intermediate1レベル以上の方

$10
$12
$12
$15
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First English Global College　現地費用
■到着後にお支払いただく費用

種目

SSP（Special
Study Permit)
就学許可証

₱0

₱3,990

₱9,160

₱12,990

₱16,820

₱20,650

ACR-I Card
申請費用

寮保証金

教材費

基本料

P500/週

P400/週

深夜・早朝

ピックアップ 無料 ₱1,000

₱500

日本人スタッフ

P500

一泊につき

₱2,500

₱2,500

₱1,500

₱5,000

₱2,000
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１週間につき

前泊・延泊代
（日曜IN・土曜OUT

以外に適用）

部屋タイプ ご入国時もしくは帰国時に航空券の関係等で前泊・延泊を希望される
方のみ必要です。
費用に含まれるもの：宿泊費、食費（朝食のみ）
 Suite Roomと提携ホテル以外のお部屋の前泊・延泊は、その日に空
室となっているお部屋にご宿泊いただきます。
また、延泊は日曜10時までにご退寮いただきます。
日曜日以降の延泊については新入生が優先となりますので、お問い合
わせください。

内部寮Suite　Room

提携ホテル１人部屋

内部寮１人～５人部屋

ベビーシッター
サービス

費用に含まれるもの： ベビーシッター代（平日８：００～１７：３０）、ベ
ビーシッターの食事代　（３才以下のお子様の食事代・宿泊費は無料）
３歳までのお子様は平日8：00から17：30まで（４歳以上のお子様は授
業を受けていただきます）
未就学のお子様が複数人いらっしゃる場合、必ず1人につき1人のベ
ビーシッターをお申し込みください。
※残業１時間につき200ペソ（土日も一時間につき200ペソ）

平日8：00から17：30

平日15：30から17：
30

送迎料金

通常時間
フライトスケジュールとしてPM22：00～AM7:00にセブ空港へご到着の
場合、特別料金を頂きます。フライト遅延のため該当時間にご到着され
る場合は対象外となり、無料です。ピックアップは必ず日本人スタッフ
が参りますので、「日本人スタッフにしてください」などの指定は必要ご
ざいません。

センディング ₱500

センディングは通常、学校専属のフィリピン人ドライバーが生徒様を空
港までお連れします。未成年者対象で、センディングに日本人スタッフ
（１名）をつけることができます。
（例）深夜12：00発の帰国便で18歳の生徒様が日本人スタッフ付きでセ
ンディングサービスを頼まれた場合　合計1500ペソ

電気代

お部屋タイプ メーター計測により30kwを超過した分(1週間当たり)については、週ごと
に15ペソ/1kwを加算し、次週の月曜日にご清算させていただきます。
（ガーデン寮B側のお部屋は40kwを超過した分について、１５ペソ/1kw
を加算致します。）
最終週は卒業日にデポジットから清算。

１人部屋

２人部屋～5人部屋

₱3,000
フィリピン滞在が６０日間（８週間以上）を超える方は申請が必要です。
申請は学校が行います。

₱1,000
ご入学された週の水曜日までにお支払いいただきます。ご滞在された
お部屋に特に問題がなければ、最終週の金曜日にお返しいたします。

P1000/４週
キッズコースのみ

P500/4週

初日に行われるレベルテストの結果をもとに、レッスンのレベルやカリ
キュラムを決定し、それに応じた教材をご用意いたします。

費用 備考

₱6,500 留学期間にかかわらず申請が必要です。

VISA延長
申請費用

30日以内

日本人の場合、フィリピンに30日以内の滞在についてはビザが免除さ
れています。それを超えて滞在する場合には、ビザ取得が必要です。
延長費用は滞在週数に応じて異なり、申請は学校が行います。

5～8週

～12週

～16週

～20週

～24週
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